
上智大学利益相反委員会　審査結果一覧（2010年~）

年度 申請No 研究事業名 研究課題名 新規/継続 役割 審査結果

2010 2010-1 厚生労働科学研究費補助金 医療事故における無過失補償の可能性と限界 新規 代表者 懸念なし

2010 2010-2 厚生労働科学研究費補助金 諸外国における予防接種制度の法制的研究 新規 代表者 懸念なし

2010 2010-3 厚生労働科学研究費補助金 医療事故における無過失補償の可能性と限界 新規 分担者 懸念なし

2011 2011-1 厚生労働科学研究費補助金 医療事故における無過失補償の可能性と限界 継続 代表者 懸念なし

2011 2011-2 厚生労働科学研究費補助金 医療事故における無過失補償の可能性と限界 継続 分担者 懸念なし

2012 2012-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

医療安全をめぐる応答的規制（Responsive Regulation）：民事･刑事・行政の多元的な法的介入と医

療安全対策の相互関係を探る
新規 代表者 懸念なし

2012 2012-2
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業
医療情報と法：医療サービス向上に向けた患者情報の利用をめぐる法的課題の研究 新規 代表者 懸念なし

2012 2012-3
厚生労働科学研究費補助金

再生医療実用化研究事業
再生医療の社会的受容に向けた医事法・生命倫理学の融合研究 新規 代表者 懸念なし

2013 2013-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

医療安全をめぐる応答的規制（Responsive Regulation）：民事･刑事・行政の多元的な法的介入と医

療安全対策の相互関係を探る
継続 代表者 懸念なし

2013 2013-2
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業
医療情報と法：医療サービス向上に向けた患者情報の利用をめぐる法的課題の研究 継続 代表者 懸念なし

2013 2013-3
厚生労働科学研究費補助金

再生医療実用化研究事業
再生医療の社会的受容に向けた医事法・生命倫理学の融合研究 継続 代表者 懸念なし

2014 2014-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

医療事故におけるJust Culture(正義・公正の文化）を支える法制度の構築を目指して－医療事故の原

因分析・再発防止推進のための法制度
新規 代表者 懸念なし

2014 2014-2
厚生労働科学研究費補助金

再生医療実用化研究事業
再生医療の社会的受容に向けた医事法・生命倫理学の融合研究 継続 代表者 懸念なし

2014 2014-3
厚生労働科学研究費補助金

食品の安全性確保推進研究事業
効果的なリスクコミュニケーション推進のための調査と手法の評価 新規 分担者 懸念なし

2015 2015-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

医療事故におけるJust Culture(正義・公正の文化)を支える法制度の構築を目指して－医療事故の原因

分析・再発防止推進のための法制度
新規 代表者 懸念なし

2015 2015-2
厚生労働科学研究費補助金

障害者対策総合研究事業
障害福祉サービスにおける質の確保とキャリア形成に関する研究 新規 分担者 懸念なし

2015 2015-3
厚生労働科学研究費補助金

食品の安全性確保推進研究事業
効果的なリスクコミュニケーション推進のための調査と手法の評価 継続 分担者 懸念なし

2015 2015-4
厚生労働科学研究費補助金

障害者対策総合研究事業
重症心身障害児者の支援者・コーディネーター育成プログラムと普及に関する研究 新規 分担者 懸念なし

2016 2016-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業
医療事故調査制度においてアカウンタビリティと医療安全を促進するための比較法研究 新規 代表者 懸念なし

2016 2016-2
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究事業（感覚器障害分野）
顕在化しにくい発達障害の特性を早期に抽出するアセスメントツールの開発および普及に関する研究 新規 分担者 懸念なし

2016 2016-3
厚生労働科学研究費補助金

食品の安全確保推進研究事業
効果的なリスクコミュニケーション手法の検討とツールの開発 新規 分担者 懸念なし

2016 2016-4
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究（身体・知的障害分野）
障害福祉サービスにおける質の確保とキャリア形成に関する研究 継続 分担者 懸念なし

2016 2016-5
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究（身体・知的障害分野）
障害者福祉施設およびグループホーム利用者の実態把握、利用のあり方に関する研究 新規 分担者 懸念なし

2016 2016-6
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究（身体・知的障害分野）
医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携促進に関する研究 新規 分担者 懸念なし

2016 2016-1-2
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業
医療事故調査制度においてアカウンタビリティと医療安全を促進するための比較法研究 新規 代表者 懸念なし

2017 2017-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業
医療事故調査制度においてアカウンタビリティと医療安全を促進するための比較法研究 継続 代表者 懸念なし

2017 2017-2
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究事業（感覚器障害分野）
顕在化しにくい発達障害の特性を早期に抽出するアセスメントツールの開発および普及に関する研究 継続 分担者 懸念なし

2017 2017-3
厚生労働科学研究費補助金

食品の安全確保推進研究事業
効果的なリスクコミュニケーション手法の検討とツールの開発 継続 分担者 懸念なし

2017 2017-4
厚生労働科学研究費補助金

労働安全衛生総合研究事業
メンタルヘルス問題を予防する教育・普及プログラムの開発および評価 新規 分担者 懸念なし

2017 2017-5
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究（身体・知的障害分野）
障害福祉サービスにおける質の確保とキャリア形成に関する研究 継続 分担者 懸念なし

2017 2017-6
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究（身体・知的障害分野）
障害者福祉施設およびグループホーム利用者の実態把握、利用のあり方に関する研究 継続 分担者 懸念なし

2017 2017-7
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究（身体・知的障害分野）
医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携促進に関する研究 継続 分担者 懸念なし

2018 2018-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

患者安全を支援するための法制度の構築を目指した比較研究：法による医療安全対策の支援・阻害機

能の再検討
新規 代表者 懸念なし

2018 2018-2
厚生労働科学研究費補助金

労働安全衛生総合研究事業
メンタルヘルス問題を予防する教育・普及プログラムの開発および評価 継続 分担者 懸念なし

2018 2018-3
厚生労働科学研究費補助金

障害者政策総合研究事業
総合支援法の見直しに向けたサービスの実態の把握及びその効果の検証のための研究 新規 分担者 懸念なし

2018 2018-4
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業
医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈についての研究 新規 代表者 懸念なし

2019 2019-1
厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

患者安全を支援するための法制度の構築を目指した比較研究：法による医療安全対策の支援・阻害機

能の再検討
継続 代表者 懸念なし

2019 2019-2
厚生労働科学研究費補助金

健やか次世代育成総合研究事業
医学的適応による生殖機能維持の支援と普及に向けた総合的研究 新規 分担者 懸念なし

2019 2019-3 日本医療研究開発機構 EBMgtの確立をめざした医療機能を有する介護保険施設の評価指標に関する研究開発 新規 分担者 懸念なし

2019 2019-4 日本医療研究開発機構 腎負荷を低減したDual Excretion型X線造影剤の開発 継続 分担者 懸念なし

2020 2020-1 日本医療研究開発機構 カンボジアにおける分娩監視装置導入と、その死産・新生児死亡の減少効果に関する研究開発 新規 分担者 懸念なし

2020 2020-2 日本医療研究開発機構 腎負荷を低減したDual Excretion型X線造影剤の開発 継続 分担者 懸念なし

2021 2021-1
厚生労働行政推進調査事業費補助金

政策科学総合研究事業
公的年金制度の所得保障機能・所得再分配機能に関する検討に資する研究 新規 分担 懸念なし

2021 2021-2
厚生労働行政推進調査事業費補助金

厚生労働科学特別研究事業
助産所におけるBCPの策定の実態把握と作成指針の策定のための研究 新規 代表 懸念なし

2021 2021-3
厚生労働行政推進調査事業費補助金

厚生労働科学特別研究事業
助産所におけるBCPの策定の実態把握と作成指針の策定のための研究 新規 分担 懸念なし

2021 2021-4
国立研究開発法人日本医療研究開発機構

脳とこころの研究推進プログラム
脳科学研究の社会実装および倫理的課題の探索のための知的ネットワークの構築 新規 分担 懸念なし


